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夏！ひまわりを研究するのに最高の季節！ 

 
 

 
 
 

 

8月6日 原爆の日にスカイプ！ 
今年も 8月 6日にヒロシマ・ナガサキを想い、亡くなられた方を追悼し、そして平和を

考える。アメリカ・ピッツバーグ市のアクティビストとスカイプで平和や核、原発について

話し合う。ご一緒にいかが？詳しくは 7頁をご参照ください。 

 

 
 

「一言の平和」コーナー 
ポーポキのお友だちのアスタにゃんから届いた平和： 

「より良い生活を求めて毎日一生懸命がんばるけれど、自身の前進が見えない。で

も、私にはこの機会があることをありがたく思い、平和に感じる。」 

あなたは今日、どんな「平和」に出会いましたか？ぜひお聞かせください。ポーポキ

のメール ronniandpopoki (at) gmail.com！ 

    
大和証券福祉財団に感謝！ 

大和証券福祉財団の「平成25年度(第3回)災害時ボランティア活動助成」に採

用されました。お陰様でポーポキ友情物語プロジェクトを通して、東北で友だ

ちと再会ができ、一緒に活動し、そして新しい仲間をつくることができるよう

になりました。ありがとうございました！ 

 

    

   いつもご協力、ありがとうございます！ 
『ポーポキ友情物語 東日本大震災で生まれた私たちの平和の旅』 

（エピック 2012）はお陰様で好評です。ぜひ広めていただきたいです！ 

＊神戸 YMCAでも販売していますよ！ 

本については、http://popoki.cruisejapan.com/monogatari.html をご参照ください。  

  

http://popoki.cruisejapan.com/
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ポーポキとろにゃんが広島へ 2013.6.29-30 
 

*広島女学院大学が中心となり、留学を希望している高大生の講座を開催しました。最後の合宿は、

ろにゃんがワークショップを行いました。以下は、その報告書より作成したものです。 

一日目：6月 29日;  場所：広島女学院大学;  言語：英語; 参加者：11名  

講師：ロニー・アレキサンダー (神戸大学大学院国際協力研究科) 

内容：グループにわかれ、ポーポキのお手伝いのもとで参加者は講座を通して学んだことをふりかえって、それを

今後どう活かして行くかについて話あった。留学と平和を関連させてお互いに共有した。 また、翌日の最終発表の

準備をするに当たって、全身、感性、想像力をフルに使うように激励された。 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(写真は広島女学院大学より提供) 



ポーポキ・ピース・ﾌﾟﾛｼﾞｪクト  http://popoki.cruisejapan.com  ronniandpopoki(at)gmail.com   3 

二日目： 6月 30日。  

講座で学んだことを「留学と平和」に関連づけて、四つのグループ発表を行った。取り上げた内容

は、戦争をなくすにはどうしたら良いのか、文化や宗教を理解することなど、同じようなテーマにも

さまざまな表現があった。良い点も悪い点も入れ替わる可能性があること、嫌いな相手とはどのよ

うに平和を築けば良いのか、相手を「受け入れること」と「理解すること」について、平和の音や踊

り等、各グループが様々な視点で平和を考え、どのように今後の留学において活かしていくのか、

プレゼンテーションを行った。広島女学院大学の長尾学長及びアレキサンダー教授より総評の後

…。一人ひとりが修了証を授与した。 
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ろにゃんが９条世界会議関西 2013を成功させる法律家の会のみなさんと対話! 

 

7月 1日にろにゃんが大阪で｢9条世界会議関西 2013を成功させる法律家の会｣のメ

ンバーと話する機会を得

ました。10月 13日―14
日、大阪で開催される会

議の準備として、ポーポ

キの手法を共有しました。 
みなさんもぜひ、10 月にご参

加ください！ 
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＊ポーポキのインタビュー＊ 

「一期一会」 

～小向則夫さんに話をうかがいました～ 

 スザンカ・にゃん 

2013年 7月 11日 

 

2013年 2月 9日、岩手県大槌町マストで行った 

「ポーポキ友情物語展」にて 

小向則夫（こむかい・のりお）さんと知り合いました。 

ポーポキ友情物語展について、地元新聞の広告で知り、 

お住まいである、大槌町の隣の宮古市から 

わざわざ、足を運んでいただきました。 

 

＊（スザンカ）今回、わざわざポーポキ友情物語展に来ていただいて、ありがとうございます。        

お住まいの宮古市から、大槌町のマストまでどれぐらい時間が掛かるのですか？ 

 （小向さん）車で約５０分位です。 

 

＊ 少し時間がかかりますね。車からどういった景色が見られるのですか？ 

  海を見たり、山を見ることができます。 

 

＊ いいですね。～初めてお会いした日（2013年 2月 9日）の海と山はどうでしたか？  

その時は 2月の冬だったので、空は鉛色で、山はまだ緑色になっていませんでしたね。今は、青

い海に山は緑色になり、そのコントラストがきれいです。 

 

＊ずいぶん暖かい季節になってきましたね。ちなみに、今日のお天気は？  

宮古の今日の天気は、雨で気温は 2３度です。 

 

＊では、関西と比べたらずっと涼しいですね。 

  さて、ポーポキ友情物語に足を運んでいただきましたが、いかがでしたか？ 

今回の大震災で被害を受けた東北、岩手まで遠路わざわざ足を運んで、多くの人々に元気を 

与えてくれた事は、大変嬉しく感謝しております！    

また、ポーポキ友情物語を通じてスザンカさん、皆さんともお知り合い出来てとても嬉しく 

思っています。 
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＊こちらこそ、ありがとうございました。ポーポキも、ポーポキの友だちも、スザンカも新しい 

お友達が出来て、とっても嬉しいです。今回、ポーポキのことを初めて知りましたか？ 

ポーポキを初めて知りました。 

 

＊ポーポキ友情物語展をご覧になっていかがでしたか？＊ 

震災後はどうしても心までゆがんでいます。 

その心の傷を快復するため、ポーポキ友情展ように大きい布を使って今の、心情など思いきって

かくなどして、自己表現する事は素晴らしい事と思います。 

 

ありがとうございます！ 

また、文章で表すと「絆…寄り添う気持ちが大切」。日本古来からある「結の精神」(人間困った

時はお互い助け会う精神)の有難さを痛感しました。神戸 (大阪など)の人の人情の厚さを痛感

しました。 

 

＊素敵なお言葉をありがとうございました。 

ポーポキもこれからずっと、こういった「絆」・「人と人のつながり」を大切にしていきたい。 

大震災の復興にあたっても 「絆」は中心のキーワードになりましたね。 

はい。そうですね。 

 

＊現在の震災復興のもっとも大きな課題はどこにあると思われますか？ 

震災復興の進行が、当初国や県などが決めた復興計画が大きく遅れています。 

宮古、大槌などがある沿岸部は、内陸部に比べ、平坦地(へいたんち＝たいらなとち)が少なく、

今後震災対策(主に津波)として住宅地を確保するには、高台にある山を切り開いて宅地を造成

するか、また、現在ある土地に更に土を盛って高くして家を建てるしかないのです。 

 

お家を建てられる土地が足りないため、こういった対策で進んでいくしかないということですね。

何か、動きが始まっていますか？  

宮古市の田老地区などでは、現在高台に住宅地を確保するため、山林などを切り開いて 

宅地造成をする作業に着手しました。また、平地を整理して盛土をして、家を立てるための作

業に着手しました(これを都市計画事業といいます)上記二つの事業が完成して、実際家がたて

られるのが早くて 2年半から 3年かかります。 

 

まだしばらく、時間が掛かりますね。出来るだけ早く、皆さん自分のお家に住めるといいです

ね。 

はい、そうです。災害って…ほんと恐ろしい。一瞬にして命を落としたり、これまで何十年もかけ

て積み上げてきた、財産や思いでの品々も失ってしまうわけですから。 

でも、自然災害は人間の力ではどうにも避ける事は出来ない… 

やはり、災害に対して不断(ふだん＝つねひごろ)からの備えが重要であると思います 

たとえば～避難訓練など。 

 

＊私も、そう思います。 

小向さん、素敵なお話しをありがとうございました。 
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まだまだ、聞きたいことがたくさんありますが、最後に地元の宮古について教えていただきます

か？ 

宮古市の人口数は約 5万 8千人、主な産業は漁業と観光の町です。 

秋鮭の漁獲高は、本州一です。また、浄土ケ浜は白い岩と砂浜がきれいです。 

極楽浄土のようと呼ばれています。 

 

  夏になると、美しい海岸線(リアス式海岸といいます)があって、新鮮な美味しい魚類、雲丹もそ

の一つですね。 また、夏と言えば、お祭りですね。宮古夏祭りというものがあります。踊り、その他

イベント、とても楽しいです。盛岡では8月に入ると、太鼓と踊りの祭典、盛岡さんさ踊りが行われ、

毎年全国から観光客が訪れます。 

いいですね！今すぐでも行きた～い！！…皆さん、夏休みの旅は東北へいかがですか？ 

 

         ところで、今日は 7月 11日…11日ですね… 

     11日は、東日本大震災で亡くなった人の月命日です。 

「つきめいにち」です！ 

ご冥福をお祈りしたいと思います。 

May they rest in peace. 
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子どもの命を大切に！  

 

     
 
 
 

 

 

 

 

    

 

2008年7月28日、突然の豪雨のため、子どもを含めて4人が神戸市灘区都賀川公園で亡く

なりました。ぜひ、下記のリンクをご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=bjkDbKvmorA 

犠牲者を偲び、水難事故を風化しないため、そして子どもたちの

命を守るための追悼式を開催する友だちに折りヅルの協力を依

頼されました。ポーポキ・ピース・プロジェクトは大槌町のNPOつど

いの友人にお願いしたところ、すてきな千羽鶴が送られてきまし

た！つるについていたメッセージは、 

『都賀川水害事故犠牲者を偲ぶ会のみな様  岩手県大槌町よ

り、亡くなられた方への追悼の意を表します。最愛の人が亡くなる

痛みは、３．１１の津波経験より、二度と同じことが起こらないでほ

しいという気持ちです。町内の仮設集会所、有志の皆さんが代表

して作成しました。』 

つどいからの千羽鶴は、ポー会でつくった鶴と一緒に 7月 28日

に開催される予定の偲ぶ会で使われます。  

                                                        

  
上： ポー会メンバーがつどいの鶴（中央）

とポー会の鶴を持つ 

 

下：2012年の偲ぶ会での折りヅル 

 

写真:大槌町で折りヅルを折る NPO法人つどいの友だち 

偲ぶ会のプログラム  

2013.7.28（日） 2時より  

(会場は、1:30 から 7:00まで解放). 

場所：都賀川公園（グルメ―シティ東側、甲橋付近） 

 あいさつ 

 献唱 (神戸市立長峰中学校 コーラス部) 

 献奏 (高揚音楽学院生) 

 献奏 (浅田門下生) 

 献唱 (神戸市立葺合高等学校 コーラス部) 

 終わりのことば  

http://www.youtube.com/watch?v=bjkDbKvmorA
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Lesson 62 

今月のテーマはバランスとストレーチです！ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

１．いつものように、背筋を伸ばし、自分を細く見せながらちゃんと座りましょう。 

２．では、左足で立って、右手で右の足首を持って、後ろへ伸ばしましょう。左手を使って、バランスを

とってね。 

３．では、今度は右足で立って、左足をうしろへ。 

４．できたかな？自分にご褒美！足をひろげて、手と頭を前へ。足の間からうしろを覗いてみましょう。 

５．できましたね。では、「できたポーズ」をどうぞ！ 

 

お疲れ様でした。少しリラックスできましたか？毎日、深呼吸・笑・リラックス、そしてポガを最低 3分間

練習しましょうね。 

 

 

 

 

 

 

次回のポー会 ８月 26日(月)  神戸 YMCA 19:00-20:50 

次次回のポー会  9月 24日(火) 神戸 YMCA 

7.28  ろにゃんとポーポキ at珠洲市 （坂本旅館） 10:00‐12：00 

8.6   ポーポキは、原爆を忘れない集い  神戸市生田川公園(北) 8:00～ 

8.6   ポーポキ at 国際理解セミナー JICA関西 神戸 

10.14  9条世界大会 in 大阪 ポーポキブース？ 

11.16  ポーポキの｢健康と平和ワークショップ｣ 兵庫医療大学 

 

ポーポキの友だちからのご案内 

10.13,14  グローバル 9条会議 関西２０１３  http://9jou-kansai.com/event-cont.html  

http://9jou-kansai.com/event-cont.html
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ポーポキ通信のバックナンバー：http://popoki.cruisejapan.com/archives.html 
 ｢被災 秘めた思い描いて｣ 「ひと人抄」 『読売新聞』 （2013.2.16 夕刊 4面） 

 広岩近広 『安全』『安心』の社会は足元から」、ロニー・アレキサンダーインタビュー  『毎日新聞』 

2012.10.29 (「今、平和を語る」、夕刊、1面) 

 R. Alexander. “Remembering Hiroshima: Bio-Politics, Popoki and Sensual Expressions of War.” 
International Feminist Journal of Politics. Vol.14:2:202-222, June 2012 

 「ポーポキと一緒につくり出す平和の根底に 9条がある」NO : 66 2012年 5月 12日［子どもと守る９条の会］   

 「布に希望 60 メートル」 阿久沢悦子 『朝日新聞』 2012.1.21 (兵庫・29面) 

 ｢平和祈る声まとめ本に｣ 斎藤雅志  『神戸新聞』 2012.1.19  (伝える 1・17 3・11、22面) 

 K. Wada. “Conversations with Ronni Alexander: The Popoki Peace Project; Popoki, What Color is Peae? 
Popoki, What Color is Friendship?” International Feminist Journal of Politics Vol.13, No.2, 2011, 257-263 

 S. McLaren. “The Art of Healing”(Popoki Friendship Story Project) Kansai Scene. Issue 133, June 2011, 
p.10. kansaiscene.com 

 R. Alexander. (2010) “The Popoki Peace Project: Creating New Spaces for Peace in Demenchonok, E., 
ed. Philosophy after Hiroshima. Cambridge Scholars Publishing, pp.399-418  

 「省窓」 『神戸青年』 No.606 2011.1.2 p.1 

 No.1 ｢『ポーポキ、平和って、なに色？』の背後にあるもの｣ (連載) とさぼりライフ第 19号 2010.10:4 

 堀越健志「シリーズ：こくさいのまで⑮(パレスチナについて) 『神戸青年』 No.604 2010.9-10 

 「みんなでやれば、何にかが変わる！」 THE YMCA No.607 June 2010, p.1  

 [ ヒ ロ シ マ と 世 界 ：  被爆地の声  非核 と 平和 、 復 興 と 再生 、 許 し と 命の尊厳訴え ] 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/mediacenter/article.php?story=20100312140608602_ja 

 2010.3.15 中国新聞  ヒロシマ平和メディアセンター  

 FM COCOLO 76.5 ‘Heart Lines’ 2010.1.9  Interview: Ronni on Popoki in Palestine 

  “Human Rights, Popoki and Bare Life.” In Factis Pax Journal of Peace Education and Social 
Justice Vol.3, No.1, 2009, pp.46-63 (http://www.infactispax.org/journal/) 

 西出郁代 「ポーポキ、平和って、なに色？ﾛﾆｰ･アレキサンダーを迎えて」 『PPSEAWA』（日本汎太平洋

東南アジア婦人協会） No.63 2009.12, p.5.  

 「友情」第 2号 2009.11 伊丹市国際・平和交流協会 年間事業報告 pp.1-2 

 「ともに・・・」 No.29 2010.1 家庭と保育所、学校園、地域を結ぶ在日外国人教育情報誌  ポー

ポキ・ピース・チャンレジ情報 p.12 

 区民情報誌「なだ」 2009.12, p.2. ポーポキ・ピース・チャレンジ情報。  

 「『ポーポキ、友情って、なに色？』」 「私のいち押し」 奥田光子 THE GAIDAI 2009.7.17 No.243 (関

西外大通信) 

 「友情って･･･考える絵本」 朝日新聞 ｢生活｣(阿久沢悦子) 2009.7.2 

 「友情を考えて~人間と、ねこと、そして自分と～」 れ組通信  ＲＳＴ/ALN 2009.6.28  Ｎｏ．259, p.11  

 「カティング･エッジ」 第 35 号 2009.6 (北九州市立男女共同参画センター｢ムーブ｣) ｢新刊紹介：『ポー

ポキ、友情って、なに色？ポーポキのピース･ブック 2｣（レベッカ･ジェニスン） p.3 

 「猫を通して平和を考える 絵本の第 2弾を出版」 （斎藤雅志） 神戸新聞 2009.4.21 

 「ポーポキ、平和ってなに色？」 KOBE YMCA NEWS 「神戸青年」 2009.3.1 No.593 ｐ.2 

 「ポーポキ、ゴミってなに色？」 KOBE YMCA NEWS 「神戸青年」 2009.1.1 No. 592 ｐ.２ 

 「友だちになってくれませんか？」 ＲＳＴ／ＡＬＮ 2009.2.22 

 ラジオ番組の中のポーポキ！！！プロジェクト･メンバーの宇留賀佳代子さんがラジオ番組で紹介してく

ださいました。ぜひお聞きくださいね。  http://www.kizzna.fm/ 録音番組をクリック。番組CHの６CHを

クリック。 

 やさしいから人なんです展パート２０ 実行委員会 『世界人権宣言』 ひょうご部落解放・人権研究所  

２００８．１０ 500円。 詳しくは： blrhyg@osk3.3web.ne.jp 

 「KFAW カレッジ ロニー・アレキサンダー氏 講演会」 エイジアン・ブリーズ/Asian Breeze No.54 

October 2008, p.8 （アジア女性交流・研究フォーラム）  

 「ピースセミナー in 熊本 あなたにとっての「平和」とは？」 Kumamoto YMCA News 10  Vol.437 

October 2008, p.1  

 神戸新聞 「人権宣言 兵庫から発信 全 30条 イラストで表現 地元ゆかり 6名がパネル制作」 

2008.10.8. 10面 

 中国新聞 「核廃絶への視点」 ２００８．７．２７ （核抑止論について・・・。３時間！？！にわたる取材で

一生懸命にポーポキのことを話したのに・・・。 

http://popoki.cruisejapan.com/archives.html
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/mediacenter/article.php?story=20100312140608602_ja
http://www.infactispax.org/journal/
http://www.kizzna.fm/
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                                    にしだかすみ 

 

 

ポーポキは、ほんとうにすごいネコさんです。 

なぜなら、ポーポキはたぶん世界中のどんな人とでも友達になれるから。 

どんな人とでも、ですよ。すごくないですか！？ 

（ポーポキを知ってるみなさん、ポーポキが友達になれない人って、だれか想像できます

か？） 

 

私はもともと、仲の良い人とだけ付き合っていけば良いと思っていました。 

よく理解できない人とは、何をやっても分かり合えないと思っていました。 

 

でも、ポーポキと知り合って少し経ったころに、目の前の人にたいしてふと、 

「この人もポーポキの友達なんだなぁ」と考えていたんです。 

そしたら目の前の『分かり合えそうにない人』が急に『親しく』見えてきた。 

「ポーポキはなんでこの人と友達になったの？」 

「この人のどういうところが、ポーポキは好きになったのかな？」 

そう考えることで、私もどんな人とでも、仲良くなれる気がしてきた。 

 

だから、私にとってのポーポキは『みんなと友達になる魔法』 

この感覚を、これからも忘れないようにしたいです！ 

 

 

 

オーストラリアでも、たくさん友達できるとい

いな！ 
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さらにご協力ください！ 

 ポーポキ･ピース･プロジェクトは、『ポーポキ、平和って、なに色？ポー
ポキのピース・ブック１』（エピック、２００７年）、『ポーポキ、友情って、な

に色？ポーポキのピース・ブック２』（エピック、２００９年）を題材に、全身

で平和の意味を探り、一人ひとりの「発見」を平和の創造に役立てようと

する小さな平和活動団体です。また、2011 年に起こった東日本大震災

をきっかけに活動をしており、『ポーポキ友情物語 東日本大震災で生ま

れた私たちの平和の旅』という本を 2012 年 1 月に発行します。２００６年に設立されて以来、

日本国内外で幅広く平和のためのワークショップなどの開催を続けてきました。活動の資

金はすべて本の売上や寄付によって行っています。 

 これからも平和を考えるためのピース･ワークショップ、読み聞かせ、ピースキャンプ参加、

ポーポキのピース・ブックの翻訳（『ピース・ブック１』は既に１０ヵ国語に翻訳されている）、

『ポーポキのピース･ブック３』の執筆などの活動を中心に活動を続ける予定です。定期例

会「ポー会」を月に一度のペースで開催しています。一緒に活動なさりたい方はぜひご参加

ください。（ポー会の開催については、ポーポキ通信の「ご一緒にどうぞ」の蘭をご参照され

たい。） 

 また、こういった活動に対してのご協力、ご支援をぜひお願いいたいと存じます。本の購

入・寄付・本についてのコメント、感想、注文などについては、popokipeace@gmail.comへ 

お問い合わせください。 

なお、本についての問い合わせや注文は、お近くの書店、アマゾン、あるいはエピック

（TEL: 078-241-7561･FAX: 078-241-1918）へどうぞ。 

 

ポーポキ・ピース・プロジェクト popokipeace(at)gmail.com 

http://popoki.cruisejapan.com 

郵便振替口座番号 ００９２０－４－２８０３５０  

ゆうちょ銀行 店番０９９ 店名０９９店 当座 口座番号０２８０３５０ 

口座名  ポーポキ・ピース・プロジェクト神戸 

 

ポーポキ平和募金は一口 1500円 何口でも結構です。 
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